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strikestrike

おやこリズムたいそう 6/22・7/27・8/24

講師：楽 ようこ さん

コロナ禍で日程の延期もありま

したが、無事に３回実施されま

した。各月１０組程度の親子の

皆さんが参加されました。楽し

い音楽に合わせて、元気よく走り

まわったり、親子でダンスをしたり、コロナ

禍の中でも、子どもたちの元気は変わりませ

ん。｢1時間の中に楽器･歌･絵本･工作･体操･

があり、子どもが

飽きずに取り組ん

でいました｣｢親も

子も音楽で癒され

楽しかったです｣と

いう感想をいただ

きました。

第４回 アフタヌーンコンサート ～女声コーラス＆鍵盤ハーモニカ～ 8/22

出演： ステッラ＆リード 隈本 跋子さん 隈本 義子さん 山崎 芳智子さん

strike

朗読・葉月 平和を思う 8/6

主催：文化活動部会

昨年は夏に開催できず、秋に形を変えての発

表でした。今回も直前に4度目の緊急事態宣

言発出となり、どうなることかとハラハラし

ま し た が 、 幸 い な こと に コ ミ セ ン は 開 館 ！

様々な困難はありましたが、コロナ禍にも関

わらずお越しいただいたお客様と優しい行燈

の灯りに見守られ、１２の演目＋αをお届け

することが出来ました。

薄曇りの中、２６名の観客の方にお越しいただき、｢夏の思い出｣で、静かに幕が

開きました。眩いほどの黄色のドレスの芳智子さんとシックなドレスの跋子さん

の透き通る様な声のハーモニーが、多目的ホールいっぱいに広がりました。｢文

月･葉月･長月のメドレー｣で、懐かしい曲 (椰子の実･われは海の子･浜辺の歌等)

が続き、コロナ禍で旅行に行けないお客様の為にと、｢北海道物語(ストーリー)｣

と題し、知床旅情･霧の摩周湖･襟裳岬等、ブームが再燃している昭和歌謡の懐か

しい曲のメドレーが素晴らしいハーモニーで続きました。

後半は、鍵盤ハーモニカの演奏です。軽やかな

二重奏で、クラシックの難曲も見事に演奏され

懐かしい曲｢アタックNo.1｣は、とても楽しそ

うに演奏されました。最後は開催中の高校野球

でお馴染みの｢栄冠は君に輝く｣で、心に響く一

曲となりました。

軽スポーツ ボウリング講座 7/24

主催：健康づくり・スポーツ部会

シニア向けスマホ体験講座 8/20

講師：スマートフォンアドバイザー

大好評のスマホ体験講座、今回も申込み多数

の中、当選された15名の方々の参加で開催され

ました。スマホを実際に操作しながら、メー

ル、カメラ、地図などの操作方法の説明に、

皆さん楽しそうに、時折質問しながら学ばれ

ていました。地図の使い方やカメラからビデ

オの切り替え、自撮りの仕方など、いろいろ

便利な機能を簡単に使いこなせるように教え

ていただきました。

17名が参加のもと、無事に

21回目のボウリング講座が

終了です。送迎のバスは冷房

と換気 (窓開け )、マスク着用。

ゲーム中はボックスごとのパーテー

ションと感染予防、熱中症に十分な

注意をはらってボウリングを楽しみ

ました。ゲーム終了後はコミセンの和室にて

ビンゴ大会と指体操をしました。優勝はスク

ラッチ1ゲーム目に215を出された高萩さん

です。来年は感染を気に

せず皆様でゆっくり親睦

会(昼食)もしながら開催で

きることを願っています。

皆様お疲れ様でした。

くまもとゆきこ くまもと

ビンゴ大会の模様

ほ ち こ



【これからの講座・イベントのお知らせ】

イベント・講座 開催日時
会場・定員

費用 申込み 出演・内容

第６回 アフタヌーンコンサート

大正琴アンサンブル

10/24(日)
14:00～
15:00

２階
多目的ホール

80人
無料

10/1(金)～
電話または
窓口へ

出演：大正琴アンサンブルグループ

Bio!

いろいろなジャンルの曲を演奏します。

大正琴アンサンブルの音の広がりと華や

かな演奏をお楽しみください。

第19回 いのっこ祭

たそがれコンサート

11/13(土)
19:00～
19:50

２階
多目的ホール

80人
無料

10/20(水)～
電話または
窓口へ

出演：ゆかりカルテット

meets ヨウイチ

下記の記事をご参照ください。

プリザーブドフラワー
アレンジ

11/16(火)
10:00～
12:00

３階
会議室
15人
2000円

10/20(水)～
電話または
窓口へ

講師：多田 広美 さん
(プリザーブドフラワー教室

Story主宰)

玄関やお部屋に飾ってクリスマス気分!!

素敵なクリスマスアレンジメントを楽し

みましょう。

第19回 いのっこ祭

～ たそがれコンサート ～

≪亥の子谷デイ作品展≫
１０/４(月)～１０/１６(土)

於：３Fギャラリー

亥の子谷デイサービスセンター

ご利用の方々の

～書道やぬりえ等の作品展～

≪ホットフォトクラブ第21回写真展≫
１０/２３(土)～１０/３１(日)

於：２F・３Fギャラリー

11月13日（土） 19時開演（18:30開場）

ゆかりカルテット meets ヨウイチ

テナーサックスの西村有香里が率いる

“ゆかりカルテット”と関西が誇るジャ

ズトランペットの田中洋一の夢の共演！

限りなく勇壮で美しい黄金の音色に酔い

しれてください。

田中洋一
（トランペット）

西村有香里カルテット

西村有香里
（テナーサックス）
大野綾子（ピアノ）
斉藤洋平（ドラム）
山本久生（ベース）

令和３年度協議会会員募集中

※会員ご登録に関しましては当コミュニティセ
ンターの窓口までお越しくださいませ。

★毎月月末に情報誌「いのっこ」と「会員だ
より」がご自宅に届きます。
★年会費（令和3年4月～令和4年3月）は
1000円ですが、10月より半年分の500円
で受付させていただきます。

会員になって、地域のふれあいの場に参加しませんか？

ギャラリー

いのっこ

～ホームページの空室状況の見方が変わりました～

9月15日から空室状況は、

吹田市の公共施設を統合し

た吹田市公共施設予約・照

会システムに移行されまし

た。いずれ、このシステム

で貸室の予約も出来るよう

になります。



編 集 後 記
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｢いのっこ」は、山一・千里丘・山三・山五・東山田・西山田・南山田・北山田・五月が丘の９地域のコミュニティ情報紙です。

いのっこ 第250号 2021年10月1日（センターは阪急バス亥子谷停留所下車すぐ、亥の子谷公園北隣りです。）

発行：吹田市立亥の子谷コミュニティセンター（〠565-0824 山田西1-26-20 ☎6878-3155 FAX・4864-8550）

休館日のお知らせ 10/ 12(火)

～ 喫茶コーナーより ～ コロナ禍による暮らしの変化 No.4

コロナ禍で、ちょっと得したことも。スタッフに訊きました！

★『外食に行けない』・『旅行に行けない』ので、
お金が少々残り、嬉しいです。～確かに！良いですね～

“ 引き続きコロナ対策は万全に！”

コロナ禍で生活様式も随分変化しましたが、こん

な時代だからこそ、新しい地域コミュニティ作り

が必要と感じています。情報誌｢いのっこ｣が皆さ

んの人との出会いや仲間づくりに役立つことを祈

りつつ、制作に関わっています。 稲田 秀俊

山三地区は昭和５０年代にマンション建
設がすすんでできた地域です。当時は多
かった子どももだんだん少なくなり、高齢
者が増えています。連合自治会をはじめと
し
た地域の諸団体では、8月の夏まつり、10
月の市民体育祭、11月の文化祭、地区独自
の防災訓練など、様々な地域行事を通じて
｢地域の絆｣づくりをすすめています。

特に夏まつりは、諸団体や自治会の出店
がならび、地域の皆さんがグラウンドいっ
ぱいに集う｢ふるさとまつり｣として親しま
れています。

また、一昨年秋からは、４０名を超えるボ
ランティアの協力で、青色防犯パトロールを
ほぼ毎日行っています。

さらに、地域行事や防災対策などでは、地
区内にある小学校、コミセン、保育施設、介
護施設などの皆さんの協力をいただき、｢オー
ル山三｣のまちづくりをすすめています。

残念ながら、コロナ禍で昨年度と今年度は
ほとんど地域行事を行えていません。しかし
連合自治会では、コロナが
収束したら、また以前にも
まして、住み
よい地域づく
りに向けて、
頑張りたいと
考えています。

山三地区 有田 八郎さん

≪ 施設の使用料金表 ≫（現在、定員は表記の半数で

す）

施設の名称
定員 午前 午後 夜間

(人） 9時～12時 13時～17時 18時～22時

会議室 38 1500円 2000円 2000円

料理実習室 20 1400円 1900円 1900円

和室(1) 30 600円 800円 800円

和室(2) 24 500円 700円 700円

創作室 16 900円 1200円 1200円

音楽室 26 1100円 1500円 1500円

多目的ホール
（舞台使用時）

椅子席
210席

5200円 7000円 7000円

多目的ホール
（舞台使用無）

机席
132席

3700円 4900円 4900円

お部屋の空室情報はホームページでご確認下さい


